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ＲＭＬグループの概要

社 名 ＲＭＬ 代 表 清水 英孝
設 立 平成12年 5月 資本金 18,935万円
本 社 東京都品川区東品川2-2-20天王洲ｵｰｼｬﾝｽｸｴｱ5階

ＲＭＬ

セールス
エデュケーション・
ラボラトリー

代表取締役 清水英孝

［教育研修事業］

ＴＬＡ

代表取締役 関野栄一

［人材サービス］

リスクマネジメント・
ラボラトリー

代表取締役 内田 隆

［生損保・投資信託］

・全国の歯科医師会・医師会との提携を2001年から運営
・多数のコンサルティング実績 ［36都道府県で展開］
・運営に必要な専門家集団と提携［350会計事務所と提携］
・IFAとして金融商品仲介業に創業期から取組

生保26社、損保11社、少額短期1社、金融商品仲介業3社

■札幌支店 ■新潟支店 ■甲府支店 ■名古屋支店 ■徳島支店 ■熊本支店

■青森支店 ■宇都宮支店 ■静岡支店 ■三重支店 ■松山支店 ■宮崎支店

■秋田支店 ■東京支店 ■浜松支店 ■大阪支店 ■福岡支店 ■鹿児島支店

■仙台支店 ■埼玉支店 ■金沢支店 ■岡山支店 ■大分支店 ■沖縄支店



ＩＦＡ活動とアライアンス事業の概況

■欧米型のIFAモデルを目指して創業
⇒ 金融先進国では、IFAが広く活躍
⇒ 顧客の資産形成、資産管理
⇒ リスクコントロール
※ これからの日本に必要な機能

■医師会・歯科医師会との提携⇒全国36都道府県で展開中（1999年から実施）
■会計事務所との提携 ⇒ 税理士事務所とのアライアンス（350会計事務所）

■業界団体、企業、保険代理店との提携⇒さまざまな提携モデルを展開中

講師紹介

株式会社 リスクマネジメント・ラボラトリー 東京支店
副支店長 高田 明 AFP 2級FP技能士

生命保険会社に22年勤務後、生命保険業だけでなく証券業務も含
めたトータル的なコンサルティングを目指しRMLグループへ参画。
米国株式投資を中心とした資産形成、相続、事業承継対策のコンサ
ルティングが得意分野。



◆自己紹介

埼玉県出身

大学卒業後、2001年丸三証券株式会社入社。
2007年より野村證券株式会社にてFAとして
主に富裕層顧客の資産運用を担当。
生涯学習センター等にて投資セミナー講師を多数。
2021年株式会社リスクマネジメント・ラボラトリ
ーに参画。
IFAとして資産運用アドバイスを担当。
AFP、証券外務員資格を保有。
趣味は旅行、キャンプ、食べ歩き 廣田舞子



申込QRコード
日時：8月4日（木）10日（水）18日（木）25日（木）

いずれも12:00～13:00
※個人情報は株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーが
収集し、本セミナーの運営と個別相談時に利用いたします

または takada_a887@rml.co.jp まで

mailto:takada_a887@rml.co.jp
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無料！



メールマガジン配信中！



ご購読の流れ
朝会のここをクリック

QRを読み取り

or

ここをクリック クレジットカードの情報を記入



毎週水曜日
8時オンライントーク

駆け込み寺なの？

→済9/14 熊倉「ビジネスエリートになるための 教養としての投資」by奥野一成

→9/21 藤井さん「投資戦略の発想法」by 木村剛
→9/28 高田さん 「生命保険業界ここだけの話し」
→10/5 野林さん「半導体製造装置関連銘柄の購入検討」



サロンの会員の皆さんへ

【お知らせ】「日経新聞読み合わせ」企画
【日時】 毎週土曜日10:00～10:45

【要領】当日の朝刊をご購読の上、ご参加ください 電子版にご登録いただく他、コンビニで購入可能で
す。

●川田からひとこと
米国株式投資の知識を高めるには日経の読み込みが効果的です。逆にこの経済紙が読めなければメディア
やネットの評論家の話しもあまり理解できていないことになります。

日経新聞が読めるようになることは米国株式投資に限らず広く社会・経済全般への知識と興味が高まり一
生もののスキルになると思います。ここは自信があります。

そこで時間はかかるかもしれませんが、毎日コツコツ読めるところから読んでいけば時間の経過と共に理
解できる記事が増えるし読むスピードも速くなります。

ただし現実は日経を購読していない人が多いことも理解しています。読まずに私の話の聞き流しだけでは
その効用は限定的と思います。

今まで日経を購読されてない方もこの機会に是非一緒に学びましょう
12

リーダー
→9/17 前泊
→9/24 林
→10/1 安本
→10/8 藤井



クレジットカードの情報を入力し、決済く
ださい、決済と同時に利用可能です

「川田重信 オンラインサロン」で検索！

ここをクリック

DMMオンラインサロンに未登録
の方は新規登録ください登録の流れ



メディア出演予定
朝会

ストボ（水曜日11時）
９月21日、10月5日、19日11月2日、16日
12月7日、21日

日経CNBC
9月27日（火）川田 スタジオ「ゲストトーク」

川田重信のありがとうアメリカ株式



主要指数
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S&P500チャート
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マーケット概況
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米主要鉄道のスト回避へ、政権の仲裁で労組と暫定合意

バイデン米大統領は１５日、国内の主要鉄道会社が賃上げと労働環境の改善で労働組合と暫定合意に達したとの声明を発表し
た。これにより、物流の混乱を招き米経済に深刻な影響を及ぼす恐れのあったストは回避される運びとなった。

米主要鉄道会社と１１万５０００人の労働者を代表する労組との交渉は、ウォルシュ労働長官が仲裁し、約２０時間に及ぶ協
議の末、暫定合意に至った。

労組は、今後数週間かけて行われる組合員の投票集計中はストを実施しないことで合意した。

バイデン大統領はホワイトハウスのローズガーデンで演説し「米国にとり大きな勝利」と称賛した。米中間選挙が１１月に迫
る中、新たなサプライチェーンの混乱やインフレ高進を招きかねない大規模ストを回避したことは政権への追い風となる。

ユニオン・パシフィックやバークシャー・ハザウェイの鉄道部門ＢＮＳＦ、ＣＳＸ、ノーフォーク・サザンを含む鉄道輸送大
手が米東部夏時間１６日午前０時０１分の期限までに暫定合意できなければ、ストに突入するとみられていた。

バイデン大統領は「パンデミックの中、休むことなく働き、われわれが厳しい年月を乗り切れるよう米国の家庭と地域社会に
物資を輸送していた何万人もの鉄道労働者にとって勝利だ」と表明した。

交渉に詳しい関係者によると、暫定合意が否決されたとしても、鉄道ストは数週間は回避されるという。

ストに突入した場合、重量ベースで国内貨物輸送の３０％近くが停止し、インフレに拍車がかかる恐れがあったほか、国内経
済が被る損失額は１日当たり最大２０億ドルに達し、エネルギー産業、農業、製造業、小売業に悪影響が及ぶとみられていた。
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８月の小売売上高（季節調整済み）は前月から０．３％増
横ばいと予想されていたが、ガソリン価格の低下が消費を
下支えした。需要は軟化。
７月は０．４％減と、前回発表の横ばいから下方改定され
た。

「消費者は概して消費意欲があるが、多くの家計、特に
低・中所得者層は物価上昇によってますます制約されてい
る」と語った。

８月のガソリンの売上高は４．２％減。一方、自動車は２．
８％増加した。ガソリンと自動車を除く小売売上高は０．
３％増だった。

衣料品や一般消費財も堅調に増加。一方、オンライン・通
信販売は０．７％減少した。

家具は１．３％減。建材・園芸用品は１．１％増だった。
家電は０．１％減となった。趣味・楽器・書籍は好調に推
移した。小売統計に含まれる唯一のサービス業であるバ
ー・レストランも１．１％増加した。

自動車、ガソリン、建築資材、外食を除くコア小売売上高
は、８月は横ばいだった。７月は前回発表の０．８％増か
ら０．４％増へ下方改定された。
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アドビは、ソフトウエア設計を手掛けるスタートアップ企業の米フィグマを買収することで
同社と合意。買収規模は約200億ドル（約２兆8700億円）。

買収は現金と株式50％ずつで行われる。株式非公開のソフトウエア企業の買収としては過去
最大規模。

15日午前の米株式市場でアドビは急落。一時15％近い下げとなった。
新型コロナウイルス禍で在宅勤務の人が増える中、フィグマに対する需要は急増。近年はグ
ーグルや民泊仲介のエアビーアンドビー、オフィス家具メーカのハーマン・ミラー、消費財
のキンバリー・クラークといった大手企業のソフトウエア設計者のほか、ゲームや地図など
を手掛ける個人にも顧客層を拡大した。

アドビはこの日、６－８月（第３四半期）決算も発表。売上高は13％増の44億3000万ドル。
調整後利益は１株当たり3.40ドルで、市場予想を上回った。
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フェデックスは15日、６－８月（第１四半期）の暫定決算が予想を下回った
と発表、2023年５月通期の利益見通しを撤回。
６－８月期の調整後１株利益は3.44ドルと、アナリスト予想の平均（5.10ド
ル）を大幅に下回った。
アジアでマクロ経済面の悪化に直面しているほか、欧州のサービス提供でも
問題を抱えていた。
同社は６月に示した23年５月通期の利益見通しを撤回すると発表。
９－11月（第２四半期）の状況が悪化する見通しだと説明した。
株価は時間外取引で15％安。
通常取引終了時点で年初来から約21％下げていた。。



10年債—2年債金利
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２年債と１０年債の利回り格差はマイナス２７．８ｂｐ。
長短国債利回りが逆転する「逆イールド」は７月初めから発生、１７日に
はマイナス５６ｂｐと２０００年以来最大に。
この日は８月１日以来の水準に縮小した。

米金利に上昇圧力 FRB高官のけん制発言相次ぐ
今週の米債券市場では長期金利に上昇（債券価格は下落）圧力がかかりそ
う。米物価指標にはピークアウトの兆しがあるが、FRB高官は市場の利上
げ観測後退をけん制する発言を繰り返している。こうした見方が徐々に浸
透し、米債買いが細る要因となっている



米国10年国債金利（過去5年）
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米住宅ローン金利が６％
上回る、ほぼ14年ぶり－
大幅利上げ観測で

フレディマック（連邦住
宅貸付抵当公社）の15日
発表によると、30年物固
定金利は平均6.02％と、
前週の同5.89％から上昇
した。６％を超えるのは

フレディマックのチーフ
エコノミスト、サム・ケ
イター氏は「今週の予想
を上回るインフレ統計に
沿って、住宅ローン金利
は上昇を続けた」

「金利上昇は引き続き需
要を鈍化させ、住宅価格
に下落圧力を加える見通
しだが、在庫はなおも不
十分な水準にある。この
ことは、住宅価格の下落
が続く公算は大きいもの
の、おそらく大幅な下げ
とはならないことを示唆
している」
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基本シナリオは依然として75ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）。

大半のエコノミストは、同会合で積極的ではあるが100ｂｐよりは小幅な75ｂｐの利上げが決定される可能性が最も高い。

その一方で、８月のコア消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を上回る伸びとなったことから、ＦＯＭＣが衝撃的に大きく動くリスクもゼロではない。
金利先物の動向によれば、投資家はそうした動きを約24％の確率で織り込んでいる。
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2回の利上げで米国債利回りが低下した一方で、債券市場による予想インフレ率が実際に上昇。
5年後の時点からその後の5年間の予想インフレ率は、パウエル議長の記者会見以降に0.30％ポイント上昇し、過去1カ月では約0.50％ポイント上昇。
FRBがハト派に転じようとしているのであれば、FRBはわれわれを悩ませているインフレを根絶できないと、市場が言っていると推察している。
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2022年第3四半期の実質GDP成長率（季節調
整済み年率）のGDPNowモデル推定値は、9月
15日に0.5％となり、9月9日の1.3％から減
少した。

今週、米財務省財政局、米労働統計局、米
国勢調査局、米連邦準備理事会から発表さ
れた後、第3四半期の実質個人消費支出成長
率と第3四半期の実質民間国内総投資成長率
のナウキャストは、1.7％から減少し、-
6.1％となった。 これは、第3四半期の実質
政府支出の伸びが1.3％から2.0％に上昇し
たことにより、それぞれ0.4％、6.1％から
わずかに相殺されたものです。
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ガソリン価格の下落は一筋の希望
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米国時間の原油先物は約１％上昇した。前日に７カ月ぶりの安値を付けた
ことを受け、押し目買いが優勢となった。
清算値は、北海ブレント先物<LCOc1>が１．１５ドル（１．３％）高の１
バレル＝８９．１５ドル。米ＷＴＩ先物<CLc1>は１．６０ドル（２．
０％）高の８３．５４ドルだった。
前日には両先物とも５％超下落し、１月中旬から下旬以来の安値を付けた。
ＷＴＩ先物は１カ月ぶりにテクニカル的に売られ過ぎの領域に入っていた。

米国時間の原油先物は３％を超えて下落し、約１週間ぶり安値を付けた。
米国で鉄道ストライキの回避に向け暫定合意が得られたことのほか、世界
的な原油需要の減退が予想されていることなどが背景。

清算値は、北海ブレント先物が３．２６ドル（３．５％）安の１バレル＝
９０．８４ドル、米ＷＴＩ先物が３．３８ドル（３．８％）安の８５．１
０ドル。共に９月８日以来の安値となる。
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S&P500指数 ストラテジスト予想
GSのストラテジスト、シャロ
ン・ベル氏

株式の押し目買いに対して警
鐘。

同氏はブルームバーグテレビ
ジョンの番組で、最近の株価
上昇は決定的でも長期的に持
続可能でもないと指摘し、現
在の弱気相場はまだ続く。

米国株のバリュエーションが
さらに下がる必要がある
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先週の上昇は、6日にS&P500指数が3900（9月2日3924）に達したところか
ら始まった。
6月の安値（6/16 3666)に対する「フィボナッチリトレースメント」の
61.8％ライン（直近の安値から高値(8/16 4305)の差の61.8％(4305-
3666=639。639X61.8％＝395。4305－395＝3910））。9/6 は3908

S&P500指数は4300付近の200日移動平均線から9％下落（3913）していたた
め、反発するタイミングでもあった。

この4300は、S&P500指数が6月中旬の安値である3600から17％上昇し、ラ
リーが止まった水準。
S&P500、目先は3900～4300
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主要指数＋半導体過去5日間



45

過去1カ月
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主要指数＋半導体 年初来
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過去1年
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過去5日間
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過去1カ月
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年初来
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■ 今週の予定
9月12日（月）
・ソフトウエア大手オラクル＜ORCL＞が2023年度第1四半期決算発表。

9月13日（火）
・BLSが8月の消費者物価指数（CPI）を発表。エコノミストによるコンセンサス予想は前年同月比8.1％上
昇（7月は8.5％上昇、6月は9.1％）。変動が大きい食品とエネルギーを除くコアCPIは6.1％上昇（7月は
5.9％上昇）。
・農業化学会社コルテバ＜CTVA＞とコーヒーチェーン大手スターバックス＜SBUX＞が投資家向け説明会を
開催。
・ツイッター＜TWTR＞が臨時株主総会を開催し、電気自動車（EV）メーカー、テスラ＜TSLA＞のイーロ
ン・マスク最高経営責任者（CEO）による440億での買収提案に対する投票を行う。ツイッターはマスク氏
に対して当初の買収合意を履行するよう、デラウェア州衡平法裁判所に提訴している。マスクしは、ツイ
ッターが「契約上の義務を遵守していない」として契約撤回を求めている。
・全米独立企業連盟（NFIB）が8月の中小企業楽観度指数を発表。コンセンサス予想は90と、7月とほぼ同
じ。中小企業経営者が最高水準のインフレや労働者不足、さらにサプライチェーンの混乱への対処をする
中で、同指標は約10年ぶりの低水準にとどまっている。

9月14日（水）
・BLSが8月の卸売物価指数（PPI）を発表。エコノミストのコンセンサス予想は前年同月比8.9％上昇（7
月は9.8％上昇）、食品とエネルギーを除くコアPPIは7.0％上昇（7月は7.6％上昇）。
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9月15日（木）
・文書・画像処理ソフトウエア大手アドビ＜ADBE＞が決算コンファレンスコールを開催。
・計測装置および医療機器メーカーのダナハー＜DHR＞と医療保険大手ヒューマナ＜HUM＞が投資家向け説
明会を開催。
・ニューヨーク連銀が9月の製造業景気指数を発表。予想は2.1と、8月のマイナス31.3を約33ポイント上
回る。同インデックスは7月から8月に42ポイント低下し、COVID-19のパンデミックに影響を受けた2020年
4月に次ぐ、史上2番目の下げ幅となった。
・米国勢調査局が8月の小売売上高を発表。コンセンサス予想は前月比0.2％増、自動車を除く数値は同
0.6%増で、どちらも7月の増加率を0.2ポイント上回る。

9月16日（金）
・ミシガン大学が9月の消費者信頼感指数を発表。コンセンサス予想は59.3と、8月の58.2から約1ポイン
ト上昇。米連邦準備制度理事会（FRB）は、同指標が示す消費者のインフレ期待を注視する。FRBのパウエ
ル議長は、2019の議会証言において、「インフレ期待は現在、実際のインフレを牽引する最も重要な要因
であると考えている」と述べていた。1年先と5年先のインフレ期待は、どちらもここ最近のピークからは
下がっているが、引き続き10年ぶりの高水準にある。



2022年9月21日（火）収録予定







チェック：株価と
ポートフォリオ
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ダウ工業株30銘柄 9月15日(金)



ナスダック100上位銘柄株価 9月15日(金)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 9月15日(金)



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他
9月15日(金)
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1 Ticker Company 推奨者 概要 業種

2 DE Deere トッド・アールステン 農機メーカー 資本財

3 FISV Fiserv トッド・アールステン 旧来型決済サービス テクノロジー

4 MA Mastercard トッド・アールステン クレジットカード決済サービス テクノロジー

5 ADBE Adobe トッド・アールステン 文書・画像処理ソフト大手 テクノロジー

6 AMAT Applied materials トッド・アールステン 半導体製造装置メーカー テクノロジー

7 DHR Danaher トッド・アールステン 計測装置および医療機器メーカー ヘルスケア

8 MSCI MSCI ヘンリー・エレンボーゲン株価指数の作成 金融

9 JBHT J.B. Hunt Transport Servicesヘンリー・エレンボーゲン物流 資本財

10 WRBY Warby Parker ヘンリー・エレンボーゲンアイケア製品を販売するオムニチャネルの小売業者一般消費財

11 MTN Vail Resorts ヘンリー・エレンボーゲンリゾート施設運営 一般消費財

12 SHOP Shopify ヘンリー・エレンボーゲンネットショップ設立プラットフォーム提供 テクノロジー

13 MSGS Madison Square Garden Sports マリオ・ガベリ スポーツエンターテイメント持株会社 コミュニケーション・サービス

14 CNHI Cnh Industrial マリオ・ガベリ 特殊車両メーカー 資本財

15 DAN Dana マリオ・ガベリ 自動車部品メーカー 一般消費財

16 GPC Genuine Parts マリオ・ガベリ 自動車交換部品流通・販売 一般消費財

17 DRQ Dril-Quip マリオ・ガベリ 海洋堀削・生産機器メーカー エネルギー

18 HAL Halliburton マリオ・ガベリ 油田開発サービス エネルギー

19 DLTR Dollar Tree メリル・ウィットマー ディスカウントストア・チェーン 一般消費財

20 BAP Credicorp ルパール・バンサリ ペルーの金融持株会社 金融

21 BIDU Baidu ルパール・バンサリ インターネット検索エンジン コミュニケーション・サービス
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過去5日間
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過去1カ月
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年初来
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過去1年
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過去1年
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過去3カ月


